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１．はじめに

現行のドイツ・欧州特許法制度では，特許出願人が

ドイツ連邦共和国内で特許保護を取得する方法が二通

り認められている。まず，出願人は国内手続を行うこ

とができ，この手続では，GPTOに出願された特許出

願に対してドイツ国内特許が付与される。次に，EPO

に対して欧州特許出願を行い，EPO から欧州特許の

付与を受ける方法がある。欧州特許のうちドイツを指

定国とする部分は，特許権者に対して，上記のドイツ

国内特許と同様の権利を付与するものである。この二

通りの特許付与手続は，PCT 国際出願をもとに行う

ことができ，この出願は GPTO での国内段階または

EPOでの地域段階にて手続が継続される。

読者もよくご存じだと思うが，EPO による欧州特

許の付与は，離散的効力を生じる。欧州特許は，EPO

によって単一の審査手続で付与される。欧州特許は付

与後に分割され，いわゆる「特許の束」となる。この

特許はEPC締約国の国内特許と同等の効力を有する。

しかし，欧州特許は，締約国のうち，特許権者が個別

の国内法規定に従い有効化を行った国においてのみ，

効力を有する。EPOは，欧州特許出願の特許性審査，

さらに，EPCの異議申立手続における欧州特許の法的

有効性判断を担う。一方で，欧州特許が有効化された

各国の特許当局及び裁判所は，異議申立の期間経過後

または異議申立手続終了後において法的有効性の判断

を行う。

このように，付与された欧州特許の束は，単一の知

的財産権ではなく，単に一元的手続で付与された特許

に過ぎず，付与後は分散的に管理される。これは，い

わゆる欧州統一特許（European unitary patent）とは

対照的である。欧州統一特許は，管理及び付与が一元

的に行われることが予定されている。ちなみに，欧州

統一特許は，2014 年か，遅くとも 2015 年までに発効

する予定となっている。

上記の二つの特許付与手続（GPTOによるドイツ国

内特許付与と，EPO による欧州特許の束の付与）で

は，第三者は，付与予定の欧州特許に関して出願手続

係属中に，また，付与後には異議申立手続において，

アクションを取る機会を与えられている。

ドイツとEPOの手続における実体的な要件（「特許

を受けられる対象物は何か？」）は，基本的に同じか，

少なくとも非常に類似している。もっとも，手続的規

定（「付与手続はどのように進められるか？」）は大き

く異なる。第三者が，付与予定または付与済の特許に

関し，実行可能な手段を有効活用するためには，こう

した相違点を意識しておく必要がある。

本稿では，特許実務家が特許出願及び特許権に対す

る異議申立を実効的に行うため，知っておくべきキー
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本稿では，欧州特許条約（EPC）及びドイツ特許法に基づき，第三者が出願への特許付与を阻止する方法の

概要を説明する。さらに，欧州特許庁（EPO）及びドイツ商標特許庁（GPTO）に対する異議申立手続につい

て説明する。欧州特許手続の方をやや多く取り上げる。そして，ドイツの特許裁判所において，ドイツ国内特

許と，欧州特許のドイツ部分を無効にする手続を説明して締めくくる。

要 約



ポイントを簡単に説明する。

２．欧州特許条約に基づく手続

欧州特許条約（EPC）は，第三者意見制度及び異議

申立制度という二つの制度により，第三者に対して，

欧州特許出願・欧州特許に対する不服を述べることを

認めている。

欧州特許出願の公開後に，いかなる第三者も，出願

または特許に係る発明の特許性に関して意見書（ob-

servation）を提出することができる。ちなみにここで

出願または「特許」としているは正しく，これは，第

三者意見が特許付与後でも（例えば異議申立手続など

において）提出が可能であるためである。

第三者意見は EPO の 3 つの公用言語（英語，ドイ

ツ語，フランス語）のうちいずれか一つを使い，書面

で提出しなければならない。また，その裏付けとなる

根拠を記載する必要がある。最近，EPOでは，ウェブ

サイト上で利用者に分かりやすいオンラインサービス

を開始した（www.epo.org）。このオンラインサービ

スは，欧州特許登録簿を組み込んでおり，欧州特許出

願の公開後の経過を検索することができる。

第三者による意見提出は，EPOによって，特許出願

人または特許権者に対して通知される。特許出願人ま

たは特許権者は，必要であれば複数回，それに対して

意見を述べることができる。

厳密に言えば，第三者による意見提出は「特許性」

に関してのみ行うことができる。すなわち，EPC 第

52 条から第 57条の規定を間接的に意味している。こ

れらの条文は，特に新規性，進歩性及び産業上の利用

性の欠如だけでなく，EPC第 52 条(1)に定めるいわゆ

る発明に該当しない物や，第 53 条に定める特許性の

例外にもかかわるものである。

しかし，実務上は，EPOは「特許性」という用語を

広く解釈している。このため，EPC 第 83 条に定める

発明の開示の不備に対する意見を述べることも可能で

ある。特に重要なのは，クレームの明確性・簡潔性に

関するEPC第 84 条に基づく意見である。正確を期す

ために述べておくと，この事由は，EPOでの異議申立

手続における取消理由，また，各国内官庁・裁判所に

おける欧州特許の取消手続における取消理由とはなら

ない。

意見提出によって何らかの手続が成立するわけでは

ないため，意見を提出する第三者は手続当事者とはな

らない，という点は非常に重要である。このため，

EPOは，第三者意見において情報の不足，公用言語に

よる翻訳文の不添付などの不備があっても，その者に

連絡することはできない。従って，意見の基礎となる

事実・証拠は，必ず EPO の公用言語にて提出すべき

である（EPOは，公用言語以外の言語による事実及び

証拠については検討する義務がない）。第三者は手続

当事者としての地位を有しないため，クレームに係る

発明の出願前実施を根拠とする意見提出もまれであ

る。異議申立手続において出願前の公然実施を主張す

る場合には，提出物に不備の可能性があれば，異議申

立人は EPO から連絡を受けられるが，第三者意見制

度ではこのようなことは認められない。

特に，提出者が手続当事者とならないことが原因

で，実際には，第三者意見制度の利用が少なくなって

いる。第三者は EPO とのやりとりの機会がないた

め，実際には，関連性の高い先行技術については，後

で異議申立手続において提出するために，第三者意見

制度で EPO に開示するのは控える。「キングの札を

出すが，エースの札は取っておく」ことがモットーと

なる。

実際には，第三者は，第三者意見提供及び異議申立

手続（申立人側）の両方において同じ先行技術文献を

提出することは妨げられない。しかし，先行技術文献

は，いかに有力なものであろうと，第三者意見提供に

よって提出した後に，もう一度異議申立手続で提出す

れば，「消耗済み」というレッテルが貼られるのが普通

である。

こうした理由により，いまのところ第三者は意見提

出には消極的であるが，この制度の将来的な重要性に

関しては注目すべきである。欧州特許機構による手続

迅速化への取り組みは，この第三者意見制度が，将来

EPO における重要性を増す可能性があることを示し

ている。

上記で既に指摘した欧州特許付与の離散的効力は，

EPC に基づく異議申立手続との関連で重要性が高い

ものである。異議申立手続では，EPO の一元的審級

において欧州特許の束を取り消すことが可能である。

異議申立の期間経過後または異議申立手続終結後は，

第三者は，欧州特許の各国部分については，その有効

化が行われた国において個別に争わなければならない

（無効訴訟，無効審判，侵害訴訟における反訴等）。こ

れらについては，以下で説明する。
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このため，EPC異議申立手続の申立期間をモニター

することと，それを慎重に管理することが，すべての

特許実務家にとって必須の職務である。異議申立期間

を途過したり，手続の管理に不注意があったりすれ

ば，申立人にとって大幅なコスト増につながるだけで

はない。欧州特許の束の各国部分に対してそれぞれ別

個の手続が行われた結果，申立人に有利な決定と不利

な決定の両方が下されるというリスクが生じる。この

ため，EPC異議申立手続にはきわめて慎重な準備及び

実施が求められる。

異議申立ができるのは，欧州特許付与の告示の公告

から 9ヶ月以内である。いかなる第三者も，異議を申

し立てることができる。異議申立通知は，いずれかの

EPO 公用言語にて提出し，欧州特許の異議申立範囲

の表示を含めなければならない。さらに，欧州特許の

取消を求める理由を裏付け，また，必要な事実及び証

拠を提出しなければならない。これらの手続及び異議

申立の公的手数料納付は，9ヶ月の異議申立期間終了

までに行う必要がある。

EPC第 100 条では，異議申立の根拠とすることが可

能な事由が挙げられている。上記に述べた，EPC 第

52 条から第 57 条に定める異議申立理由（特に新規

性・進歩性の欠如）に加えて，EPC第 83 条（発明の開

示の不備）がある。さらに，EPC第 123 条違反，すな

わち出願当初の出願内容からの不適切な拡張を根拠と

して異議申立をすることもできる。発明の単一性の欠

如（EPC 第 82 条）及びクレームが明確かつ簡潔でな

いこと（EPC第 84 条）は，異議申立理由とはなってい

ない。

異議申立手続においては，異議部による審査は，申

立人が提出した主張の範囲内で，かつ，主張された異

議申立理由の範囲に限られるという点が特に重要であ

る。異議申立手続において，新たな異議申立理由の追

加が認められるのはごく例外的である。同様に，異議

申立手続では，事実・証拠（特に特許文献）の追加が

許されるのも例外的な場合に限られる。

いずれの場合にも，いわゆる「一見して明白（pri-

ma facie）」という基準が適用される。異議部は，この

基準に従い，新たな異議申立理由及び事実・証拠が，

欧州特許の全部又は一部の維持に明らかに不利に影響

すると判断される場合には，申立人に対してその追加

提出を認める。このため，新たな異議申立理由及び事

実・証拠は「一見して」明白なものであることが求め

られる。

第一審級の異議申立手続が完了し，第二審級（審判

部）で審判手続が行われる際には，このハードルはさ

らに高くなる。第二審級として行われる，異議申立に

対する審判手続では，新たな異議申立理由及び事実・

証拠の提出が認められるのは極めて例外的なケースで

ある。すなわち，関連性が特に高く，手続の結論を左

右することが見込まれる場合に限られる。

以上より，欧州特許の異議申立はきわめて慎重にか

つ徹底的に準備しなければならない。該当する異議申

立理由とそれを裏付ける事実・証拠は，可能であれば

申立時にすべて提出すべきである。異議申立期間の経

過後に判明した異議申立理由及び事実・証拠は，出来

るだけ早く手続中に提出する必要がある。

特許権者は，特許を全体的に，または一部範囲にお

いて防御することができる。従属クレームや明細書の

要素を抽出し，クレームを限定することによって，異

議申立理由を解消することができる。

当事者の申請に応じて，または EPO が適切と判断

した場合，異議部または審判部（審判段階の場合）に

おける口頭手続が実施される。

異議申立手続は，欧州特許の全部または一部を取り

消すか，異議申立を棄却し特許を維持することによっ

て終了する。欧州特許の全部または一部が取り消され

ると，その特許が有効化された締約国における，すべ

ての国内部分に対して効力を生じる。第一審級の段階

では，異議部によって決定が下される。不利な決定を

受けた当事者は，この決定に対して審判請求をするこ

とができる。

原則として，異議申立手続にかかるコストは申立人

と特許権者が各自負担する。異議申立の公的手数料以

外には，手数料は課せられない。費用に関する決定

は，例外的なケースに限って下される。例えば，手続

の管理が不適切なために，すでに日程の決まった口頭

手続を急に延期せざるを得なくなったような場合に

は，一方当事者が負担した旅費を他方当事者に請求す

ることができる。

３．ドイツ特許法に基づく手続

ドイツの出願手続は，欧州出願手続とはある重要な

一点において違いがある。欧州特許出願の出願人は，

特許出願時にすでに，EPO による欧州調査報告書作

成のための調査手数料を支払っているという点であ
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る。出願人は，欧州調査報告の公開後 6ヶ月以内に，

出願審査請求をし，審査段階に進むかどうかを決める

ことができる。

これに対して，ドイツ特許法は，出願人に対して，

出願日から 7年間が経過するまで特許出願の審査請求

をせずに「休止」させることを認めている。出願人は，

調査請求または審査請求を行うことは義務付けられて

いない（審査請求には，調査と審査報告書の作成が含

まれる）。

もっとも，いかなる第三者も，GPTOに対して特許

出願の調査または審査の請求を行うことができる。第

三者は，比較的安い調査手数料を払って，GPTOに特

許出願に係る調査報告書を作成してもらうことができ

る。しかし，第三者が調査請求を行っても，その第三

者は，自分が当事者となる公的手続が開始されるわけ

ではない。GPTO は調査期間中に関連文献を特定し，

特許権者にのみ連絡する。もっとも，引用された文献

は特許登録簿に掲載され，第三者はそれを閲覧して特

許出願に特許性ある発明が含まれているかどうか，検

討することができる。

同様に，第三者は審査請求をすることもできる。こ

の場合にも，当該第三者は審査手続の当事者とはなら

ない。審査手続は，特許出願人と GPTO との間のみ

で行われる。もっとも，第三者は，特許登録簿や審査

記録を閲覧することで，審査手続経過に関する情報を

入手することができる。

欧州出願手続と同様に，第三者は出願手続中及び特

許付与後に意見を提出することができる。欧州手続の

ように，特許性に関する意見提出が可能である。ドイ

ツの手続でも，意見を提出する第三者は当事者の地位

は一切取得しない。このため，ドイツの出願手続にお

いても，第三者意見制度が果たす役割は小さい。

正確性を期すために説明すると，第三者意見は，ド

イツ語で，書面にて提出する必要がある。事実及び証

拠（特に意見の根拠となる書類）はドイツ語にて提出

するか，そのドイツ語訳を添付しなければならない。

このことにより，書類が形式的理由ですでに検討の対

象外とされてしまうことを防げる。意見を提出する第

三者は当事者の地位を有しないため，GPTOは，提出

意見に不備があっても，第三者に対して連絡を取って

はならない。

何人も，ドイツ特許付与の公告後 3ヶ月以内に，特

許付与に対する異議申立を行うことができる。異議申

立通知書は，GPTOに対して，異議申立手数料を添え

て提出しなければならない。特許異議申立の範囲を表

示する必要がある。さらに，裏付けとなる根拠を提出

し，特許付与に不利な影響を及ぼすと申立人が判断す

る事実及び証拠を提出しなければならない。

ドイツ特許法第 21 条には異議申立の根拠とするこ

とのできる事由が挙げられている。特許取消理由は，

欧州特許付与の異議申立理由と基本的に同じく，特許

性の欠如（特に新規性・進歩性の欠如），発明の開示要

件違反及び出願内容の不適切な拡張である。さらに，

ドイツ特許法では，冒認出願の場合，すなわち特許の

主題が他人の文献から無断で取られている場合も，取

消理由として認められている。

EPC異議申立手続と同様に，厳密には，これらの取

消理由と，異議申立の根拠となる事実・証拠は，異議

申立期間の終了時までに提出しなければならない。し

かし，実際には，EPO 異議部よりも GPTO 特許部の

方が，異議申立期間の経過については緩やかに運用し

ている（異議申立理由及び証拠に関して）。

このため，ドイツの異議申立手続の方が，異議申立

期間経過後に取消理由や事実・証拠を手続において追

加するのが容易である。このように，EPC異議申立手

続と比べると，ドイツ異議申立手続の方が，職権主義

が果たす役割が大きい。従って，ドイツ異議申立手続

の方が，EPC異議申立手続よりも，職権による新たな

取消理由の採用や事実・証拠提出の役割が大きい。ド

イツ異議申立手続の方が職権主義が強いことは，申立

人による異議の取下げ後でも手続が続行されるという

点からも明白である。対照的に，EPCでは，異議申立

が取り下げられた場合も手続を続行できると定めてい

るが，実際は手続が途中で終了されることが少なくな

い。

異議申立手続における口頭手続は，当事者の申請に

基づき，または特許部が適切と判断した場合には職権

によって行われる。

特許権者は，特許を全体的に，または一部範囲にお

いて防御することができる。従属クレームや明細書の

要素を抽出し，クレームを限定することによって，異

議申立理由を解消することができる。

異議申立手続は，特許の全部または一部を取り消す

か，異議申立を棄却し特許を維持することによって終

了する。

不利な決定を受けた当事者は，特許部の決定に対し
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て審判請求をすることができる。審判の審理は，連邦

特許裁判所の特許審判部が担当する。その次に連邦司

法裁判所（最高裁判所）に控訴することが可能である。

事実認定に関する控訴は認められない。

４．ドイツ国内特許及び欧州特許のドイツ部分の

無効手続

上記で述べた通り，GPTOによって付与されるドイ

ツ国内特許，及び EPO によって付与される欧州特許

の束のうちドイツ部分は，別個の知的財産権である。

EPC第 2条により，欧州特許はドイツ国内特許と同一

の効力を有する。

しかし，GTPO 及び EPO での異議申立の期間経過

後または手続終結後には，同じ手続的ルールが適用さ

れる。付与済特許を取り消すには，管轄のドイツ連邦

特許裁判所に無効の訴えを提起しなければならない。

もっとも，実体法的観点からは別々に扱われる。ド

イツ国内特許に関する取消理由はドイツ特許法第 21

条及び第 22 条に定めがある。一方，EPC には独自の

取消事由規定があり，自力執行性を有する（EPC 第

138条）。

ドイツ特許法及び EPC に定める無効事由は基本的

に同じであり，特許性の欠如（特に新規性・進歩性欠

如），発明に該当しない物，特許性の例外，出願内容の

不適切な拡張，権利付与後（異議申立手続中など）の

不適切な権利範囲拡大，冒認である。

無効手続は，連邦特許裁判所における訴訟手続であ

る。特許裁判所の無効部の権限が及ぶのは，原告が特

許無効を求める範囲，主張された無効事由，提出され

た主張及び事実・証拠に限られている。もっとも，連

邦特許裁判所の無効部は，職権主義に基づき自ら調査

を行うことができる（但しそのような義務はない）。

この訴訟は，特許登録簿に記載された特許権者を被

告として，連邦特許裁判所にて提起される。特許裁判

所は，特許権者に訴状を送達し，応答を求める。特許

権者が応答しない場合，特許裁判所は訴状に沿って，

聴聞をすることなく判決を下すことができる。特許権

者が訴えに応答する場合には，連邦特許裁判所の無効

部で口頭弁論が行われる。両当事者の準備書面をもと

に，口頭弁論の準備が行われる。

口頭弁論前の適切な時点で，ドイツ連邦特許裁判所

は，両当事者に対して，事件との関連性があると判断

する重要な点を伝える。両当事者には，新たな事実・

証拠，訴えの修正，または補正後の特許に基づく被告

の抗弁を提出すべき期限が設定される。連邦特許裁判

所は，事実・証拠，訴えの修正，または補正後の特許

に基づく被告の抗弁が，正当理由がないのに期限後に

なって初めて提出された場合には，これを却下するこ

とができる。この規定の目的は，口頭弁論の実施に先

立ち全当事者に重要な事実が可能な限り早く伝わるよ

うにし，それによって手続が遅滞なく進み，また，全

当事者にとって不意打ちとならないようにすることで

ある。

無効手続においては，特許権者は，特許を全体的に，

または一部範囲において防御することができる。従属

クレームの構成要件や説明を抽出して，クレームを限

定することが可能である。

訴えに対する決定は，無効部の判決によって下され

る。裁判所の判決が下され，訴えの棄却または一部棄

却の場合には，特許権の全部又は一部が維持される。

また，訴えに理由があると判断された場合には，特許

は取り消される。

連邦特許裁判所の判決に対しては，連邦司法裁判所

に対する上訴が可能である。連邦司法裁判所の担当機

関は特許部（第 10民事部）である。原則として，連邦

司法裁判所も事実審である。しかし，特許無効手続の

改正により，事実認定に関する連邦裁判所の権限は大

きく制限された。そのため，新たな事実・証拠の追加

と訴えの修正は，時機に遅れて提出され，しかも手続

の遅延につながると特許部が判断する場合には却下さ

れる。事実・証拠は，とりわけ，連邦特許裁判所にお

ける第一審で援用が可能であった場合には「時機に遅

れて提出された」とみなされる。

無効手続は訴訟の性質を有するため，判決には費用

の決定が含まれ，敗訴当事者に費用の負担が命じられ

る。費用には勝訴当事者の裁判所費用及び経費が含ま

れ，経費は法律の規定に基づいて決定される。連邦特

許裁判所の決定によって決められる無効の訴えの訴額

が，費用計算の基礎となる。無効の訴えが一部認容さ

れた場合，費用は各当事者の懈怠の程度を考慮して比

例配分される。

手続費用に関する決定が含まれるため，無効の訴え

は，EPO または GPTO での異議申立手続よりもかな

り費用がかかる。このため，比較的「安く」特許の取

消が可能な，異議申立手続の重要性が再度注目され

る。
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すでに説明した通り，ドイツでは，付与済特許の取

消しは連邦特許裁判所における無効の訴えによっての

み可能である。このため，侵害訴訟の被告は，手続中

に答弁書または反訴の形式によって係争対象特許の特

許性欠如を主張することはできない。このように，侵

害訴訟を管轄する裁判所と，無効の訴えを管轄する裁

判所は別である。侵害訴訟の提起先は地方裁判所の特

許侵害訴訟部であるが，無効の訴えの提起先は連邦特

許裁判所の無効部である。

このような二元主義があるため，地方裁判所の特許

侵害訴訟部は付与済特許の法的有効性に拘束される。

侵害訴訟手続中において，係争中の特許に特許性がな

い旨の答弁書，反訴等による被告の防御は，関連性が

ないとして認められない。

侵害訴訟の被告にとっては，連邦特許裁判所にて特

許無効の訴えを起こし，その後に，侵害訴訟を審理す

る裁判所に手続を中断させるしか方法がない。侵害訴

訟手続中断を申し立てるには，侵害訴訟の被告は，無

効の訴えに関連する，裏付けのある主張・事実を提示

しなければならない。地方裁判所の特許侵害訴訟部が

侵害訴訟の中断を検討するためには，侵害訴訟の被告

が提出した主張に照らし，無効の訴えが少なくとも一

部は認容されることが，充分な確率をもって見込まれ

ることが必要である。

この点に関連して，ドイツの法的現状は，他のEPC

締約国とは基本的に異なる。他の国では，侵害訴訟に

おいて，係争対象特許の有効性の欠如を反訴の形式で

主張することができ，これによって侵害訴訟が棄却さ

れることもある。
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